
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

体験は、心の財産 

中川 幹彦  

 朝晩の気温が低くなり、秋の気配が感じられる季節となりました。学校周辺の木々も少しずつ

色づき、気の早いものは、葉を落とし始めています。 

 学校では２学期が始まってから、５年生の宿泊学習・車いす体験・高齢者疑似体験・市内小学

校鑑賞会、４年生の現地学習（開拓記念館）・稲刈り体験、３年生のシルバーPTAによる「昔の

くらし」、１年生の現地学習（円山動物園）・はたらく車体験、ひまわり学級の現地学習（千歳

空港）など、各学年で体験学習が行われています。そして、これから２・３年生の現地学習も予

定されています。 

 体験は、子どもたちにとって、とても大切です。実際に本物と出会い、身をもって触ったり、

見たり、やってみたりすることは、子どもたちの心に食い込むからです。そして、これからの人

生を生きる上での知恵の引き出しの一つとなりやすいからです。本を読むこと、教えてもらうこ

と、話を聞くことも大きな知識となりますが、自ら体験することは、経験となってとても残りや

すいのです。 

 下の図は、アメリカのオハイオ州立大学教授のエドガー・デール氏が提唱したものに日本の学

者らが多少味付けをしたものだそうです。「自ら体験する」ことは、学習の定着率が「聞く」「読

む」よりもずっと高いことを示しています。 

 また、体験することは、子どもたちの世界を広げることでもあります。本物に触れ、体験する

ことで新しい世界があることを知ると共に、子どもたちの興味・関心は、高められ、更に、「知

りたい。できるように自分もなりたい。覚えたい。」と

意欲が高まります。 

 幸いなことに西の里では、地域の方々が子どもたちに

様々な体験の場を用意してくれています。 

 引き続き学校でも体験学習を大切にするとともに、集

団の中で子どもたちが話し合ったり、教えあったり、経

験したりすることを通して、大きな成長をしていけるよ

う努力していきます。 
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９月２５日（水）に児童会の認証式が行われ、新体制で後期の

活動がスタートしました。西の里小学校が、より良い学校になる

よう、自治的な児童会活動の活躍を期待しています。それでは、

書記局(◆)及び各委員会の委員長(◇)を紹介します。 

◆会 長：河合柊弥 さん(6-2) ◆副会長：清水せな さん(6-2) 

◆副会長：桃井愛奈 さん(5-2)  ◆書 記：久保歩未 さん(6-2) 

◆書 記：伊藤あんず さん(5-1)◆書 記：柳澤碧葉 さん(4-1) 

◇学 級：齊藤優奈 さん(6-1)  ◇文 化：土門倖大 さん(6-1) 

◇図 書：石田帆稀 さん(6-2) ◇放 送：伊名野投吾 さん(6-2) 

◇保 健：岡本莉紗 さん(6-2) ◇体 育：藤原由識 さん(6-1) 

◇飼 育：中塩崚雅 さん(6-1)  ◇選 挙：三上 瞬 さん(6-1) 

※HP掲載希望確認書の回答書が提出されている児童から順に記載しています。 
※他の児童につきましては、回答書が届き次第、次号のおたよりに掲載します。 

【北広島市創意工夫展 教育長賞】      ☆増地  翼 さん(6年 2組) 
【北広島市創意工夫展 優秀賞】       ☆増地  輝 さん(３年2組) 
【千歳地区夏季 U-11 サッカー大会 優秀選手賞 8/25】 

☆小西 拓真 さん(５年１組) 
【U-10 サッカーリーグ千歳地区 優秀選手賞 8/31】 
【少年サッカーサマーカップ 優秀選手賞 8/30】 

☆増地  翼 さん(６年２組) 
【U-12 サッカーリーグ千歳地区 優秀選手賞 9/7】 

☆竹下 颯真 さん(６年１組) ☆村上 悠斗 さん(６年２組) 
【水泳協会記録会 25m 自由形 第２位 8/24】☆小山田唯人 さん(４年２組) 
【剣道スポーツ少年団選手権大会 基本の部 優勝 9/1】 

☆宮川まある さん(６年２組) 
【全国たなばた競書大会 銅賞 8/20】     ☆沼澤 晴哉 さん(４年２組) 
【珠算能力検定 ８級 4/27、暗算検定 ７球 6/29】 

☆南條 美玲 さん(２年２組) 
【珠算能力検定 ７級 6/29】        ☆高田ひなの さん(２年２組) 
【算数検定 ９級 7/5】          ☆中村 應友 さん(２年２組) 
【算数検定 11 級 7/5】          ☆山岡  新 さん(１年２組) 

９月３日(火)～４日(水)の２日間、５年生は「集団やグ
ループでの規律」「説明や指示を正確に聞き取り行動に移
すこと」など、様々な学習の要素が含まれている「宿泊学
習」に行ってきました。 
子どもたちは、夏休み前から準備を進め、万全の状態で

当日の学習に臨みました。２日間とも良い天候の中、時間
を意識した行動や各学習先でのあい 
さつなど、立派な態度で泊を伴う学 
習を経験することができました。今 
回の宿泊学習で得た「成果や課題」 
を今後の学校生活に生かしてほしい 
と思います。 

９月 13 日(金)、災害や事件発生を想定した「引き取り
型下校訓練」を実施しました。保護者の皆様には、時間の
ご都合をつけていただくとともに、引き取りの手続きをご
理解いただき、大変ありがとうございました。おかげさま
で大きな混乱もなく、無事に訓練を終えることができまし 

        た。（車の渋滞はご容赦下さい…） 
        【お願い】 

里小安心メールの「開封確認」がとれ 
ないご家庭が多くありましたので、既読 
後は、メール内の URLのクリックをお願 
いします。 

【お願い】 

お子さんのお迎えの際は、特別な場合を除き、敷地

内への車の乗り入れをご遠慮ください。 

※校門の手前まででお願いします。 

 

１０月からは、帰宅時刻が 午後５時 になります！ 

 

 

日
曜
日

1 火 里小交通安全日　心の教室

2 水
学芸会特別時間割開始
特別支援合同宿泊①（東部・西の里地区）

3 木
特別支援学級合同宿泊②（東部・西の里地区）
心の教室

4 金 通常日課5時間　ひまわり学級振替休業

5 土 西の里文化祭（体育館）　会場設営・作品展示作業

6 日 西の里文化祭（体育館）

7 月 短縮日課６時間

8 火 心の教室

9 水

10 木 はぴらりぃ会議（16:00～）

11 金 児童委員会③（学芸会）　心の教室

12 土 日Ｐ道ブロック研究大会（札幌市）

13 日 日Ｐ道ブロック研究大会（札幌市）

14 月 体育の日

15 火 里小交通安全日　心の教室

16 水

17 木
短縮日課６時間　児童委員会④(14:40～)
心の教室

18 金 児童休業日（石狩管内研究会のため）　資源回収③

19 土

20 日

21 月 短縮日課６時間　児童委員会⑤(児童公開準備14:40～)

22 火 即位礼正殿の儀

23 水
学芸会児童公開日(給食なし)　　児童委員会⑥(14:25～）
心の教室

24 木

25 金
学芸会前日準備　児童委員会⑦（14：40～）
心の教室

26 土 学芸会一般公開（８：４０～）

27 日

28 月 振替休業日

29 火
短縮日課６時間　学芸会後片づけ(6年：1校時)
児童委員会⑧（学芸会反省、日常活動）　心の教室

30 水 ２年現地学習　 音楽の集いA（4年:芸術文化ホール）

31 木 心の教室　PTA役員会④（18:30～）

令和元年度　　１０　月

行　　　事　　　予　　　定
後期スローガン 


